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Fresh-ActionVer.5

商 品マスタ 一 元 管 理システム

0220(SK) No.6192URL http://www.ishida.co.jp

●お問い合わせは本　　社 京都市左京区聖護院山王町44番地　 〒606-8392　 TEL.（075）751-1686（直）
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号　 〒173-0004　 TEL.（03）3962-6201（直）

現場での商品マスタ
改廃 “ゼロ”へ 入力業務を効率化

お客様に伝わる表示

おにぎり弁当

数店舗からでも
導入しやすい

0
上位システム（CSVファイル）からの一括登録は
もちろん、「FOODS eBASE」や「食品大目付 
そうけんくん」からデータを取り込むことが可能
です。商品マスタ改廃業務の効率化に大きく
貢献します。

今まで全店で行ってきた
商品マスタ登録作業を本部で一元化。
店舗に負荷をかけません。

ラベル表示に関する法規制が変わって
いく中で、正確な情報をわかりやすく、
お客様へお届けします。

クラウド版では、自社でサーバーを用意す
る必要もなく、初期導入費と月額使用料の
みで常に最新のシステムがご利用いただけ
ます。

■ システム構成例

商品マスタの一元管理で
店舗の業務負荷を軽減

●FAXやメールで登録・修正指示を送付
●全店で各機器へ手入力作業

アレルゲン表示の変更、栄養成分表示の義務化、原材料と添加物の明確な区分 ――
法規制を厳守し、ミスのないラベル表示を行うために「商品マスタ」の管理をサポートします。

従来

●本部から「商品マスタ」を各店舗の機器へ一斉登録
●各店舗での入力作業なしVer.5

SUPERMARKET
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SUPERMARKET
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手入力
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SUPERMARKET

SUPERMARKET

自動計量包装値付機 計量ラベルプリンタ スケールレジスター

Ver.5

イシダクラウド

SUPERMARKETSUPERMARKET

各機器へ
一斉登録

計量ラベルプリンタ スケールレジスター

FAX

FAX

〈サーバー版〉

〈クラウド版〉 本部
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Ver.5
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自動計量
包装値付機
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店舗

青果 水産 精肉 惣菜

Ethernet

LANケーブル
直結MSCU

（中継機）Fresh-Real
（中継PCソフト）

本部

広域網
Ver.5

Router Router

計量ラベルプリンタ
自動計量
包装値付機

※仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。

00000.00.0
00.00.0

Fresh-Action Ver.5 クラウド クライアントマシーン 動作環境

Internet Explorer 8 ～ 11Web ブラウザ

解像度 1024×768ディスプレイ

Fresh-Action Ver.5 サーバー 動作環境

Windows Server® 2012（64Bit）/ Windows Server® 2016（64Bit)OS

CPU Xeon® 2GHz 以上

メモリ 8GB 以上

Internet Explorer 8 ～ 11Web ブラウザ

解像度 1024×768ディスプレイ

Ver.5

※Microsoft、Windows、Windows 
Server、SQLServer、Internet Explorer
は、Microsoft Corporation の米国およ
びその他の国における登録商標または商
標です。

※Xeon は、アメリカ合衆国およびその他
の国における Intel Corporation の商標
です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、
各社の登録商標または商標です。
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Fresh-ActionVer.5

正確でスピーディーに表示作成

選べる 2 つの運用タイプ
かんたん「商品マスタ登録」で省力化！

「FOODS eBASE」、
「食品大目付 そうけんくん」と連携

ラベルフォーマットを作成し、より効率的な運用を

ラベルフォーマット作成ソフト Label Cook

クラウド版

自社サーバーを持っていなくても、
最新のシステムをすぐにご利用いただけます。

計量器と同じ操作で
ラベルフォーマットを作成

ラベルフォーマットデータを
計量器に配信

わかりやすい画面構成で、初めての方にもご利用いただけます。
規模やエリアに合わせた店舗のグルーピングや、
予約配信も可能で、計画的な商品マスタの配信・改廃業務が可能になります。

「FOODS eBASE」 や 「そうけんくん」 連携で より作業の効率化が図れます。

商圏・店舗 に合わせた商品登録も可能
エリア毎・店舗毎に原材料が多少異なる場合も柔軟に対応 サーバー版

システム管理コスト、運用負担が
大幅に軽減されます。

パソコンの画面上でデザインや内容を確認しながら、
各計量器のタイプに合わせて作成できます。

Fresh-Action と連携して
ラベルフォーマットデータの配信ができます。

自社サーバーへの導入で、
ランニングコストを抑える。

インターネットに何らかの障害が発生した場合でも、
社内ネットワークを利用しているので、
システムが止まることはありません。

こんな方におすすめです こんな方におすすめです

自社サーバーは導入していないが、
すぐにはじめたい。

自社サーバーのセキュリティ範囲内で
運用したい。

ランニングコストを抑えたい。少数店舗だけど、導入を検討中

POINT1

専門店レジ仕様もご用意
店舗販売実績の集計、分析をサポート

POINT2

POINT3

「eBASE」や「そうけんくん」で作成した原材料データ・
栄養成分データを取り込むことで、手入力が不要になり
ます。

売上日報／時間帯別売上日報／構成比グラフ　等

曜日別時間帯別売上比較／単品別売上 ABC 分析　等

店舗別年度予算／月度予算／日別コーザル情報入力　等

集 計 機 能

分 析 機 能

販売計画支援

店舗グループ
運用例

商品マスタ 一元管理システム

  

品質表示ラベル情報／栄養成分入力 原材料・製品登録／栄養素計算

マスタ名称 内　容

企業の基本となる
商品データ ̶

商品

エリア毎の
商品データ

店舗毎の
商品データ

備考

商品マスタを一元管理・一括配信することで、
お客様に「安全・安心」のラベル表示を提供します。

企業の基本となる商品デー
タを基に設定するほか、店舗
グループ独自で扱う商品も
設定可能。

店舗G商品を基に設定する
ほか、店舗独自で扱う商品も
設定可能。

店舗G商品

店舗商品

おかず一品変更

商 品

店舗商品
A 店

店舗商品
B 店

店舗商品
C 店

店舗商品
D 店

店舗商品
E 店

店舗商品
F 店

No.1 幕ノ内弁当
¥450

No.100
幕ノ内弁当
¥480

No.1 幕ノ内弁当
¥450

No.1 幕ノ内弁当
¥430

店舗G
北部

店舗G
中部

店舗G
南部

本部

※店舗独自商品を許可しない運用の場合は、店舗商品マスタは使用しません。

競合店価格対抗
店舗G 南部のみ

価格を変更

店舗単位の変更にも対応
価格・原材料も変更して配信

DATA

かんたんデータ連携 かんたんデータ連携

原材料マスタ
カロリーマスタなど

Ver.5

「原材料」・「栄養成分」を かんたん登録
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企業の基本となる商品デー
タを基に設定するほか、店舗
グループ独自で扱う商品も
設定可能。

店舗G商品を基に設定する
ほか、店舗独自で扱う商品も
設定可能。

店舗G商品

店舗商品

おかず一品変更

商 品

店舗商品
A 店

店舗商品
B 店

店舗商品
C 店

店舗商品
D 店

店舗商品
E 店

店舗商品
F 店

No.1 幕ノ内弁当
¥450

No.100
幕ノ内弁当
¥480

No.1 幕ノ内弁当
¥450

No.1 幕ノ内弁当
¥430

店舗G
北部

店舗G
中部

店舗G
南部

本部

※店舗独自商品を許可しない運用の場合は、店舗商品マスタは使用しません。

競合店価格対抗
店舗G 南部のみ

価格を変更

店舗単位の変更にも対応
価格・原材料も変更して配信

DATA

かんたんデータ連携 かんたんデータ連携

原材料マスタ
カロリーマスタなど

Ver.5

「原材料」・「栄養成分」を かんたん登録
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正確でスピーディーに表示作成

選べる 2 つの運用タイプ
かんたん「商品マスタ登録」で省力化！

「FOODS eBASE」、
「食品大目付 そうけんくん」と連携

ラベルフォーマットを作成し、より効率的な運用を

ラベルフォーマット作成ソフト Label Cook

クラウド版

自社サーバーを持っていなくても、
最新のシステムをすぐにご利用いただけます。

計量器と同じ操作で
ラベルフォーマットを作成

ラベルフォーマットデータを
計量器に配信

わかりやすい画面構成で、初めての方にもご利用いただけます。
規模やエリアに合わせた店舗のグルーピングや、
予約配信も可能で、計画的な商品マスタの配信・改廃業務が可能になります。

「FOODS eBASE」 や 「そうけんくん」 連携で より作業の効率化が図れます。

商圏・店舗 に合わせた商品登録も可能
エリア毎・店舗毎に原材料が多少異なる場合も柔軟に対応 サーバー版

システム管理コスト、運用負担が
大幅に軽減されます。

パソコンの画面上でデザインや内容を確認しながら、
各計量器のタイプに合わせて作成できます。

Fresh-Action と連携して
ラベルフォーマットデータの配信ができます。

自社サーバーへの導入で、
ランニングコストを抑える。

インターネットに何らかの障害が発生した場合でも、
社内ネットワークを利用しているので、
システムが止まることはありません。

こんな方におすすめです こんな方におすすめです

自社サーバーは導入していないが、
すぐにはじめたい。

自社サーバーのセキュリティ範囲内で
運用したい。

ランニングコストを抑えたい。少数店舗だけど、導入を検討中

POINT1

専門店レジ仕様もご用意
店舗販売実績の集計、分析をサポート

POINT2

POINT3

「eBASE」や「そうけんくん」で作成した原材料データ・
栄養成分データを取り込むことで、手入力が不要になり
ます。

売上日報／時間帯別売上日報／構成比グラフ　等

曜日別時間帯別売上比較／単品別売上 ABC 分析　等

店舗別年度予算／月度予算／日別コーザル情報入力　等

集 計 機 能

分 析 機 能

販売計画支援

店舗グループ
運用例

商品マスタ 一元管理システム
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「原材料」・「栄養成分」を かんたん登録
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商 品マスタ 一 元 管 理システム

0220(SK) No.6192URL http://www.ishida.co.jp
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現場での商品マスタ
改廃 “ゼロ”へ 入力業務を効率化

お客様に伝わる表示

おにぎり弁当

数店舗からでも
導入しやすい

0
上位システム（CSVファイル）からの一括登録は
もちろん、「FOODS eBASE」や「食品大目付 
そうけんくん」からデータを取り込むことが可能
です。商品マスタ改廃業務の効率化に大きく
貢献します。

今まで全店で行ってきた
商品マスタ登録作業を本部で一元化。
店舗に負荷をかけません。

ラベル表示に関する法規制が変わって
いく中で、正確な情報をわかりやすく、
お客様へお届けします。

クラウド版では、自社でサーバーを用意す
る必要もなく、初期導入費と月額使用料の
みで常に最新のシステムがご利用いただけ
ます。

■ システム構成例

商品マスタの一元管理で
店舗の業務負荷を軽減

●FAXやメールで登録・修正指示を送付
●全店で各機器へ手入力作業

アレルゲン表示の変更、栄養成分表示の義務化、原材料と添加物の明確な区分 ――
法規制を厳守し、ミスのないラベル表示を行うために「商品マスタ」の管理をサポートします。

従来

●本部から「商品マスタ」を各店舗の機器へ一斉登録
●各店舗での入力作業なしVer.5

SUPERMARKET

自動計量包装値付機

本部

本部

店舗

SUPERMARKET

店舗

手入力
作業

手入力
作業

FAX

手入力
作業

SUPERMARKET

SUPERMARKET

自動計量包装値付機 計量ラベルプリンタ スケールレジスター

Ver.5

イシダクラウド

SUPERMARKETSUPERMARKET

各機器へ
一斉登録

計量ラベルプリンタ スケールレジスター

FAX

FAX

〈サーバー版〉

〈クラウド版〉 本部

SUPERMARKET

店舗

青果 水産 精肉 惣菜

イシダクラウド

Ver.5

SUPERMARKET

SUPERMARKET
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自動計量
包装値付機

SUPERMARKET

店舗

青果 水産 精肉 惣菜

Ethernet

LANケーブル
直結MSCU

（中継機）Fresh-Real
（中継PCソフト）

本部

広域網
Ver.5

Router Router

計量ラベルプリンタ
自動計量
包装値付機

※仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。

00000.00.0
00.00.0

Fresh-Action Ver.5 クラウド クライアントマシーン 動作環境

Internet Explorer 8 ～ 11Web ブラウザ

解像度 1024×768ディスプレイ

Fresh-Action Ver.5 サーバー 動作環境

Windows Server® 2012（64Bit）/ Windows Server® 2016（64Bit)OS

CPU Xeon® 2GHz 以上

メモリ 8GB 以上

Internet Explorer 8 ～ 11Web ブラウザ

解像度 1024×768ディスプレイ

Ver.5

※Microsoft、Windows、Windows 
Server、SQLServer、Internet Explorer
は、Microsoft Corporation の米国およ
びその他の国における登録商標または商
標です。

※Xeon は、アメリカ合衆国およびその他
の国における Intel Corporation の商標
です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、
各社の登録商標または商標です。


